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ストームイメージの18
父 ルーラーシップ　黒鹿毛　2018年4月3日生　生産 松浦牧場

　祖母スーパードレスは抜群のスタートダッシュと卓
越したスピード能力を武器に、2歳夏から大活躍。同年
暮れの阪神3歳牝馬Sでは、メジロドーベルの3着に健
闘したほどの実力馬でした。母ストームイメージ、兄
姉全7頭が2歳デビューという仕上がりの早さは祖母譲
りと言えるかもしれません。本馬も例外ではなく、順
調に育成メニューを消化中。ルーラーシップ産駒らし
い逞しい筋骨に恵まれ、皮膚の薄さ、スラッと長い四
肢など、いかにもクラシック向きの素質馬と断言でき
ます。もちろん目標は来春の桜花賞、オークスです。
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BROOD MARE SIRE

関 西 入 厩
昆貢厩舎 予定

募集口数 400口 総額 1,560万円 1口価格 39,000円
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鹿 2001 *スーパードレス Decorated Image（23）

母ストームイメージ（01 ダンスインザダーク）入着，東海�１勝。産駒
ディアグリスター（10 牡 鹿テレグノシス）３勝，石川�４勝，中日杯２着，

金沢スプリントＣ２着，白銀争覇３着，百万石賞４着
ポッドキャッツ（12 牝 鹿 *ブライアンズタイム）南関東�３勝
ドウディ（14 牡 鹿 *コンデュイット）３勝，大日岳特別（芝1200ｍ），�
サルース（16 牝 鹿 *ハービンジャー）入着，石川�１勝，�

祖母 *スーパードレス（94 Storm Cat）米国産，２勝，山城Ｓ，ファンタジーＳ
-JPN3２着，阪神３歳牝馬Ｓ-JPN1３着，函館３歳Ｓ-JPN3３着，葵Ｓ
-OP３着。産駒
ゴールドブリックGold Brick（騸 *フォーティナイナー）北米６勝
シルクキャピタル（牡 *キャプテンスティーヴ）入着，兵庫・石川�10勝
エキゾーストタイム（牝 *ブライアンズタイム）１戦。産駒
ゴッドツェッペリン（牡 *ファスリエフ）３勝，高知�４勝
コスモレニ（牝 ゼンノロブロイ）２勝，南関東�１勝，兵庫�１勝

曽祖母デコレイティドイミッジ Decorated Image（84 Well Decorated）北米１
勝。産駒
デジグネイティド ダンサー Designated Dancer：北米８勝，Florida

Oaks-L，Judy's Red Shoes H-L，Gloxinia S，Meadowbrook Farms
S-L２着，Miss Florida H-L２着，アラバマＳ-G1３着

イメージオブオナー Image of Honor：不出走。産駒
ブラッキー ザ ブル Blacky the Bull：北米１勝，Gold Rush S-L３
着

四代母ジュリーズ イメージ Julie's Image（72 *ダンサーズイメージ）北米９
勝，Vivacious H３着。産駒
サイプリスポイントCypress Point：北米入着。産駒
ダブルトークジョン Double Talk John：パナマ４勝，Premio Felipe

E. Motta，Premio Luis H. Farrugia
五代母レイディジュリエット Lady Juliet（67 Gallant Man）北米１勝。産駒
ロードド ロルム Lord de l'Orne：北米20勝，Gettysburg H，General

Charles B. Lyman H，Independence H２着

ＢＭＳダンスインザダークは千歳産，最優秀３歳牡馬，５勝，菊花賞-JPN1。
主な産駒：デルタブルース（ＶＲＣメルボルンＣ-G1，菊花賞-JPN1），ツルマ
ルボーイ（安田記念-G1）。母の父としてラブリーデイ（天皇賞・秋-G1，宝塚
記念-G1），ユーキャンスマイル（阪神大賞典-G2），メイショウカンパク（京
都大賞典-G2），アルバート（ステイヤーズＳ-G2３回）を出す
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